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北大構内の秋日 写真・文　松
まつ

枝
えだ

　欣
きん

也
や

さん
東西に延びる380メートルのイチョウ並木。11月
初旬の見ごろには、地面が落ち葉のじゅうたんとな
り、美しい風景を見せてくれます。

11
2014年（平成26年）

この作品は北区役所1階および北区ホームページ「みてきて北区」にてカラーで公開しています。

撮影日 　   2012.11
撮影場所　北大構内（北12条西6丁目付近）

北区の写真　  募集中！
こちらには、皆さんからご応募いただいた作品「北区の街・人・風景」
を掲載しています。詳細は、北区ホームページもしくは総務企画課広聴
係まで。お気軽にご応募ください！

編集：北区市民部総務企画課広聴係

〒 001-8612　北区北 24条西 6丁目　☎ 757-2503　     757-2401

北区の人口と世帯数　          
2014 年 10 月 1日現在（前月比）

http://www.city.sapporo.jp/kitaku/

ki.somu@city.sapporo.jp

北区 HP「みてきて北区」

　　　   E メール

係【窓口番号】 電話番号 係【窓口番号】 電話番号 係 電話番号 出張所・まちづくりセンター 電話番号
市民部 相談担当係【21】 757-2509

保護二課

保護一係 757-2519 麻生（北39西5） 757-5810
総務企画課 保険年金課 保護二係 757-2523 太平百合が原（太平8-7） 771-9180
庶務係【33】
地域安全担当【33】 757-2403

給付係【10】 757-2491 保護三係 757-2524 拓北・あいの里（あいの里1-6） 778-2355
保険係【9】 757-2492 保護四係 757-2554 北区関係公的機関 電話番号

選挙係【32】 757-2404 収納一・二係【11】 757-2493

保護三課

保護一係 757-2528 北部市税事務所
（中央区北4西5アスティ45　9階） 207-3912広聴係【17】 757-2503 年金係【8】 757-2495 保護二係 757-2529

戸籍住民課 健康・子ども課（北保健センター） 保護三係 757-2527 北清掃事務所（屯田町990-3） 772-5353
戸籍係【7】 757-2415 （北24西5札幌サンプラザに一時移転中） 保護四係 757-2530 北消防署（北24西8） 737-2100
住民記録係【3】【5】 757-2412 保健予防係 757-1185

保護四課
保護一係 757-2531 北部水道センター（新琴似6-2）

地域振興課【31】 757-2407 健やか推進係 757-1181 保護二係 757-2532 　北部料金課 762-7200
土木部（北区土木センター　太平12-2）家庭児童相談室 757-1182 保護三係 757-2535 　北部配水管理課 762-7300
維持管理課 771-4211 子ども家庭福祉係 757-2563 出張所・まちづくりセンター 電話番号 北区社会福祉協議会

（北24西6北区役所1階） 757-2482保健福祉部 母子・婦人相談員 757-2564 篠路【篠路出張所】（篠路4-7） 771-2231
保健福祉課 子育て支援係 757-2566 鉄西（北10西4） 726-5285 北老人福祉センター（北39西5） 757-1000
地域福祉係【25】
活動推進担当【25】 757-2470

生活衛生係 757-1183 幌北（北16西4に一時移転中） 726-6345 北区保育・子育て支援センター
【ちあふる・きた】（北25西3） 757-5380生活保護【27】【28】【29】 北（北29西7） 726-4385

福祉助成係【24】 757-2462

保護一課

相談担当係 757-2517 新川（新川1-4） 762-2604
給付事務係【22】 757-2463 保護一係 757-2513 新琴似（新琴似7-4） 761-4205
福祉支援一・二係【21】 757-2464 保護二係 757-2514 新琴似西（新琴似7-14） 762-8767
保健支援係【23】 757-2465 保護三係 757-2516 屯田（屯田5-6） 772-1260

北区役所・北区関連施設お問い合わせ先

担当課が分からない、担当課・係につながらない、
また閉庁時や土・日、祝・休日などのお問い合わせ先
北区役所（北24西6） 757-2400＜代表番号＞

283,513人（＋411）

134,723世帯（＋371）

人口

世帯数c

26年）
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今月は、私たち中学生記者4人が３つの商店街を取

材してきました。普段あまり行くことのない商店街の

魅力を探っていくうちに、商店街の皆さんが、地域

に住む幅広い世代の人々や外国人などと一緒に、商

店街とまちを元気にするためのさまざまな取り組み

をしていることが分かりました。ぜひ皆さんもお近

くの商店街に立ち寄ってみてはいかがでしょうか？

　　「一店逸品商店街活性化事業」とは？

池上さん吉木さん

生まれ育った地元を
もっとよくしたいとい
う思いでやっています

小
こ

林
ばやし

伸
しん

吾
ご

会長

　地元の町内会と協力して「新琴似中央夏
祭り」や「新琴似スノーフェスティバル」
を開催し、地域を元気にする活動も担って
います。若い人や子どもたち

にも商店街の魅力を
知ってほしいですね

上
うえ

杉
すぎ

俊
とし

文
ふみ

さん

新琴似中央夏祭り

新琴似中央商店会の小林会長
と上杉さんにインタビュー

　この秋から、地域の人に商店街を知ってもらい、コ
ミュニケーションの機会を生み出そうと「一店逸品商
店街活性化事業」を始めます。この事業は、地域経済
や商店街の活性化につながるとの理由で、経済産業省
の「地域商店街活性化事業」に採択されました。

地域のお祭りでは裏方として大活躍！地地域域ののおお祭祭りりでではは裏裏方方ととししてて大大活活躍躍！！

幅広い世代が利用する商店街に幅幅広広いい世世代代がが利利用用すするる商商店店街街にに

青果店や鮮魚店な
どいろいろなお店
を取材しました！

商店街のおもち屋さんの
大福、おいしかったよ

琴似中央商店会新
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吉
よし

木
き

　優
ゆ か

香　藤女子中 1 年

佐
さ

々
さ

木
き

　一
い

織
おり

　篠路中 1 年池
いけ

上
がみ

　冴
さえ

　北海道教育大学附属札幌中 1 年

光
みつやま

山　範
のり

香
か

　上篠路中 2 年

光山さん麻生キッチン りあん

　麻生商店街振興組合が中心となり、食と買い物を通じて
子どもから高齢者までが交流できる場をつくろうと「あさ
ぶおすそわけマーケット」を今年初めて企画。麻生をはじめ、
新琴似や石狩など麻生とつながる周辺地域からも多くの出
店者が参加し、7月から 4回にわたって実施しました。当日
は野菜や手作り作品のお店が並び、会場はとてもにぎわい
ました。すでに来年度の実施に向けた検討も始まっています。

　留学生などが多く住む土地柄を生かして、外国人にも商店街に来てもらお
うと新たな取り組みを進めています。11月1日には、外国人の住民を招いて、
各国の食べ物や文化、音楽などを紹介してもらう「に～よんインターナショ
ナルカフェ」を初開催。各店の商品やサービスなどの説明を盛り込んだ外国
語（英語・中国語・韓国語）の地図の無料配布も計画中です。

地域の方 と々一緒にで
きることは何かを考え
て取り組んでいます

同商店街創立 40
周年を記念して誕
生！麻生のいろん
なイベントに登場
するよ

　藤女子大学と一緒に立ち上げたコミュニティ
カフェ「麻生キッチン りあん」では、同大学の
学生がランチを出した
り、ひとり親家庭の子
どもたちなどに勉強を
教えたりしています。

佐々木さん ノースロード 24 フェスタ

人と人をつなぐ場所をつくる人人とと人人ををつつななぐぐ場場所所ををつつくくるる

若い世代と一緒に進める取り組み若若いい世世代代とと 緒緒にに進進めめるる取取りり組組みみ

　同商店街と町内会や地域の飲料店協会が協力
して立ち上げた「スローライフ・イン・に～よ
ん実行委員会」を中心に、夏祭り「ノースロー
ド 24 フェスタ」の開催や地域美化活動など、
地域に根差した活動を行っています。

地域に根付いたさまざまな取り組み地地域域にに根根付付いいたたささままざざままなな取取りり組組みみ

札幌で一番インターナショナルな商店街を目指して札札幌幌でで 番番イインンタタ ナナシショョナナルルなな商商店店街街をを目目指指ししてて 北24条商店街振興組合の
小
こ

泉
いずみ

詔
あき

信
のぶ

理事長にインタビュー

麻生商店街振興組合の奈
な

良
ら

正
まさ

彦
ひこ

事務局長にインタビュー

あさぶおすそわけ
マーケット

大変なこともありますが、
皆さんの笑顔を見ると、やっ
て良かったと思いますね

北　24条商店街

　　さぶ商店街あ
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情報
　プラザ
11/11㈫11/11㈫

▼▼
12/10㈬12/10㈬

北区役所（北24西6）

☎757-2400＜代表番号＞
※北区役所の各課・係の電話番号は

「きた1ページ」をご覧ください

11月28日㈮　9時～10時《胃がん700円／大腸がん400円》両方の受診可
札幌サンプラザ1階ふれあい広場（受け付け）（北24西5）

●対象・定員　区内にお住まいで、検診を受ける機会のない
40歳以上の方・先着50人
●70歳以上の方、65～69歳で後期高齢者医療制度に加入の方、
生活保護世帯の方、市・道民税非課税世帯に属する方、支援
給付世帯の方は費用が免除されますので、保険証や生活保護
受給証明書、課税証明書などの証明できる書類をお持ちくだ
さい
●検査日1週間前までに、北保健センターへ検査セットを取
りにお越しください
●申込・詳細　11月21日㈮までに健康・子ども課健やか推進
係　☎757-1181

胃がん・大腸がん検診（予約制）

11月10日㈪～16日㈰　11時～14時
札幌サンプラザレストラン（北24西5）《900円（税込）》

●メニュー　豚肉とカボチャの炒め物、いか団子のカニ身あ
んかけ、サラダ、ご飯、みそ汁（野菜使用量137g、エネルギー
652kcal）
■詳細　健康・子ども課健やか推進係　☎757-1181

北保健センターのおすすめランチ

セ ン タ か ら保 健 ー

12月13日㈯　10時～11時30分
札幌サンプラザ2階高砂の間（北24西5）

同協議会の発足10周年を記念し、協議会の紹介と講演会を行います。

●講師　野
の

々
の

村
むら

　芳
よし

和
かず

氏（㈱北海道フットボールクラブ（コ
ンサドーレ札幌）代表取締役社長）
●対象・定員　区内にお住まいの方・先着200人
●申込・詳細　11月23日㈷～12月7日㈰に市コールセンター
☎222-4894

北区健康づくり協議会10周年記念講演会
「コンサドーレから学ぶ健康づくり」《無料》

月日 会場 内容

12月5日㈮
プラザ新琴似
（新琴似7-4）

保健師からの講話
高血圧予防の運動

12月19日㈮ 管理栄養士、歯科衛生士からの講話
高血糖予防の運動

●対象・定員　区内にお住まいの40～64歳で、運動に支障の
ない方（原則2回とも参加できる方限定）・先着20人
●申込・詳細　11月28日㈮までに健康・子ども課健やか推進係
☎757-1181

げんきアップ教室《全2回》《無料》

市税　夜間納税相談
11月13日㈭、20日㈭、27日㈭、12月4日㈭　17時15分～20時
中央区北4西5　アスティ45　9階

毎週木曜日（祝日を除く）に、夜間納税相談を行っています。
ご利用ください。
■詳細　北部市税事務所納税課納税係  ☎207-3913

市 税 事 か ら北 部 務 所

11月30日㈰　10時～15時
11月25日㈫～28日㈮　17時15分～19時30分
北区役所1階⑪窓口（北玄関（休日夜間通用口）をご利用ください）

国民健康保険料　休日・夜間納付相談

●必要書類　国民健康保険料納付通知書、印鑑、現在の収入
が分かるもの（給与明細など）、納付が困難なことを証明す
るもの（返済の予定表、請求書など）
■詳細　保険年金課収納一・二係　☎757-2493

健 康 保 情 報国 民 険

相談室 住所 連絡先
つぼみ 北26西3 ☎299-7246　Ｆ299-7240
ぽらりす 北21西5 ☎757-1871　Ｆ757-1872
らっく 北38西4 ☎769-0981　Ｆ214-0904

区分 相談員 連絡先 区分 相談員 連絡先
視覚 近藤 ☎090-8705-2274

肢体

松田 ☎Ｆ762-0791

聴覚
田中 ☎771-2562 樫原 ☎Ｆ762-0729
渡辺 Ｆ757-1057 和崎 ☎Ｆ771-8421

内部 中山 ☎Ｆ764-2824 後藤 ☎Ｆ757-3950

知的
小島 ☎080-4581-7642 髙橋 ☎Ｆ717-0920
堀 ☎080-4581-7643 ☎…電話　Ｆ…FAX

■詳細　保健福祉課福祉支援一係　☎757-2464

障がいのある方や、そのご家族の方からのさまざまな相談を
お受けします。

受付時間：月曜日～金曜日（祝日を除く）9時～17時

障がいのある方の地域の相談先《無料》

区 役 所 か ら

地域住民団体の自主運営施設である東茨戸パークゴルフ場
（36ホール）の維持管理の担い手を募集します。
●申込資格　営利を目的としない地域に根差した区内の団体
で、18ホール以上のパークゴルフ場の維持管理を過去5年間に
2年以上続けた実績があることなど（詳しくは募集要項を参照）
●募集要項　11月11日㈫から北区役所3階地域振興課で配布
●申込・詳細　12月19日㈮までに地域振興課地域活動担当係
☎757-2407

東茨戸パークゴルフ場維持管理団体募集

北区役所1階ロビーで行う、障がい児童文化作品展（12月1日
㈪～5日㈮）の作品を募集します。
●対象　区内にお住まいで、障がいのある小・中学生
●募集作品　絵・工作・書道など、どのような作品でも結構です
●申込・詳細　11月25日㈫までに保健福祉課福祉支援一係  
☎757-2464

第34回北区障がい児童文化作品展の作品募集



2014─11─広報さっぽろ2014─11─広報さっぽろ55きたきた

種類 対象 費用

健 康 診 査

40～74歳で札幌市国民健康保険に加入の方 受診券に記載の
自己負担額後期高齢者医療制度に加入の方

生活保護世帯で40歳以上の方
無料

支援給付世帯で40歳以上の方

肺 が ん 検 診 40歳以上の方
無料（医師の判断で
喀
かく

痰
たん

検査を行った
場合は400円）

肝炎ウイルス検査 過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない方 無料

月日 実施時間 会場
11月21日㈮

9時30分～11時
　屯田地区センター（屯田5-6）

11月25日㈫ 　拓北・あいの里地区センター（あいの里1-6）
12月1日㈪ 　麻生地区会館（北39西5）

●健康診査受診時には、受診券と健康保険証（生活保護世帯の方は生活保護受給
証明書、支援給付世帯の方は本人確認書）を必ず持参してください
●健康診査以外の検診は受診券は不要です。氏名・年齢・住所が確認できるもの
を持参してください
●当日、直接会場へお越しください

■詳細　健康・子ども課健やか推進係　☎757-1181

住民集団健康診査

北保健センターは一時移転、北区民センターは休館中です

耐震改修工事に伴い、平成27年2月下旬（予定）まで北保健センターは一時移転し、
北区民センターは休館しています。なお、北区民センター休館中のお問い合わ
せ先として仮事務所を設置しています。
◎北保健センター（一時移転）
移  転  先　札幌サンプラザ1階ふれあい広場（北24西5）
業務時間　8時45分～17時15分（土・日、祝・休日および12月29日～1月3日を除く）
◎北区民センター（休館）
仮事務所　北区役所西隣別棟（北24西6  UR都市機構北24条アパート1階南側）
業務時間　8時45分～19時（12月29日～1月3日を除く）
※図書業務は、9時～17時（毎月第4金曜日、12月29日～1月3日を除く）。本の返却や予約本
の受け付け・貸し出し業務のみを行い、蔵書・新聞などの閲覧や貸し出しはできません
■詳細　北保健センター　☎757-1185
　　　　北区民センター仮事務所　☎757-3511 （図書室　☎757-5399）

12月4日㈭　14時～15時35分〔受け付けは13時30分から〕
札幌サンプラザ3階就業サポートセンターセミナー室（北24西5）

日ごろのお子さんの成長ぶりや子育てにかかわる心配、悩み事などをお母さん同
士や保健師と話し合います。また、母親教室に参加している妊婦さんたちとの交
流もあります。
●対象　生後1～3カ月の初めてのお子さんとお母さん（参加は1回に限ります）
●申込　当日、直接会場へ
■詳細　健康・子ども課健やか推進係　☎757-1181

赤ちゃんといっしょ《無料》

て 情 報子 育

児童会館 所在地 開催曜日 開催時間
太平 太平8-7 （毎週）火・水・金 9時～12時

札幌市では、地域の子育て家庭の交流の場を拡大し、支援していくため、市が指
定する場所で週3回以上開催する「常設の子育てサロン」の設置を進めています。
北区では、新たに太平児童会館に「児童館型常設サロン」を開設しました。

■詳細　子ども未来局子育て支援課　☎211-2988

週3回開催する子育てサロンが増えました
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行事・講座名 日時 費用 申込・定員 受付期間・備考

北区民センター仮事務所（北24西6）　☎757-3511　      　 

〔講座などの受け付け〕 　①電話申し込み可　　　　　　※耐震改修工事のため、2月下旬（予定）まで仮事務所で受け付け
　　　　　　　　　  　 　②受付時間は9時～19時　　　  ※会場は、白楊小学校（北24西7）2階視聴覚室
子育てママたちのための
「読み聞かせ＆音楽会」

12/20㈯　14時～16時
　　　　 （13時30分開場） 無料 要申込  先着  40人 11/11㈫～12/10㈬

上靴持参

新琴似・新川地区センター（新琴似2-8）　☎765-5910　　

〔講座などの受け付け〕①電話申し込み可（窓口申し込み優先）  ②受付時間は9時～21時

絵本読み聞かせ「おはなしたんと」11/15㈯　13時30分～14時
無料

直接会場
多世代交流「新・新サロン」 12/1㈪　13時～16時（出入り自由） 直接会場  歌声タイムや絵本の読み聞かせなど

i
アイパッド

Pad 活用講座《全6回》 12/1～19の毎週
月・金曜日 18時～20時

受講料4200円
テキスト代・iPad
レンタル料1700円

要申込  先着  16人
11/11㈫から
※電話申し込み不可
※受講料は申込時、その
他は初日に納入

クリスマス用大人向けパウンドケ
ーキ作り講座 12/20㈯　9時～12時40分 当日  1200円 要申込  先着  8人 11/22㈯～12/6㈯

篠路コミュニティセンター（篠路3-8）　☎771-3700  　 

〔講座などの受け付け〕①電話申し込み可（窓口申し込み優先）  ②受付時間は9時～21時

きずなサロン 11/14㈮ 10時30分～12時 当日  200円
直接会場

おはなしの会「まんまるころころ」 11/15㈯ 10時～10時30分 無料
みんなあつまれ！キッズなひろば 11/15㈯　13時～15時 当日  100円 直接会場  木のおもちゃやカードゲームで遊びます

百人一首講座《全2回》 12/20㈯､ 21㈰　10時30分～12時 500円
12/15までに納入 要申込  先着  24人 12/1㈪～15㈪

屯田地区センター（屯田5-6）　☎772-1811　　

〔講座などの受け付け〕①電話申し込み可（窓口申し込み優先）  ②受付時間は9時～21時

クリスマス親子お楽しみ会 12/13㈯　13時30分～15時 無料
要申込  先着
180組（センター窓口
で整理券配布）

11/11㈫から
〔対象〕3歳以上のお子
さんとその保護者

自分で打とう！年越しそば
12/13㈯

13時30分～16時
申込時
各1700円

要申込  先着
各10人

11/11㈫～12/12㈮
エプロン、バンダナ、
ふた付き容器持参12/27㈯

各 施 設 座 な区 内 の 講 ど ※申し込みや内容の詳細、また掲載していない行事
などについては各施設にお問い合わせください。

福 祉 協 か ら社 会 議 会

11月22日㈯、29日㈯　13時30分～15時30分《500円》
児童デイサービス「コンチェルト」（北23西5）

「ボランティア・はじめの一歩」簡単にできる
バルーンアート《全2回》

●対象・定員　区内にお住まいでボランティアに興味のあ
る方・先着30人
●申込・詳細　11月21日㈮までに北区社会福祉協議会
☎757-2482

情
報
プ
ラ
ザ

11
／
11
㈫　

12
／
10
㈬

▲

12月6日㈯　10時～16時
札幌サンプラザ2階（北24西5）

●内容　「手話や盲導犬などの体験」「手話コーラスや障が
いのある方の太鼓演奏」「アンパンマンの折り紙貼り絵」「小
物のバザー」など
●申込　当日、直接会場へ
■詳細　北区社会福祉協議会　☎757-2482

ボランティア展2014《無料》

札幌市北区民センター 検索 click!

新琴似・新川地区センター 検索 click!

篠路コミュニティセンター 検索 click!

屯田地区センター 検索 click!
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行事・講座名 日時 費用 申込・定員 受付期間・備考

太平百合が原地区センター（太平12-2）　☎770-6531　　

〔講座などの受け付け〕①電話申し込み可  ②受付時間は9時～21時

古本交換市 11/14㈮ 14時～16時 無料 直接会場  持参した本と10冊まで交換できます。
ガイドブック・参考書・全集などは交換不可

パソコン講座（写真とワードを使
って年賀状を作ろう）《全5回》

11/19㈬､ 22㈯､ 26㈬､ 27㈭､
29㈯ 10時～12時

2800円
11/17までに納入 要申込  先着  10人 11/11㈫～17㈪

絵本読み聞かせ「ドリームランド」11/21㈮、12/5㈮ 10時～11時 無料 直接会場  〔対象〕就学前のお子さんとその保護者

第12回　囲碁大会 12/6㈯ 9時30分～15時30分 300円
11/25までに納入 要申込  先着  40人 11/11㈫～25㈫

手打ちで年越しそば（講師が作っ
たそば、つゆのお土産つき） 12/13㈯　13時30分～15時30分 1700円

12/5までに納入 要申込  先着  10人
11/25㈫～12/5㈮
エプロン、タオル、三
角巾持参

拓北・あいの里地区センター（あいの里1-6）　☎778-8000  　 

〔講座などの受け付け〕①電話申し込み不可  ②受付時間は8時45分～17時15分

ホームパーティ料理教室 12/3㈬　11時～13時 申込時  1700円 要申込  先着  10人 11/11㈫～22㈯

北区体育館（新琴似8-2）　☎763-1522　　

〔休館〕11/17㈪／〔対象〕16歳以上／〔65才以上・障がいのある方〕【　】内の金額（要証明）／〔施設利用料〕毎回掛かります

少人数制骨盤体操《全6回》
12/4～2/5の
毎週木曜日
（12/11､ 25､ 1/1､
8を除く）

10時30分
　～11時45分 6360円 要申込  抽選  8人

11/11㈫～16㈰
9時～20時
電話申し込み可
※11/18㈫14時抽選後、
受講の可否要問い合わ
せ

〔納入期間〕
11/19㈬～28㈮

スリムヨガ《全10回》 1/13～3/17の
毎週火曜日 13時～14時15分

各5280円
【各4220円】

要申込  抽選  
各30人ソフトヨガ《全10回》 1/16～3/20の

毎週金曜日
13時～14時

フラダンス《全10回》 10時～11時30分

新琴似図書館（新琴似7-4）　☎764-1901 　 

〔休館〕第2・4水曜日

子ども映画会 11/15㈯ 14時～15時

無料
直接会場  

〔対象〕幼児～小学校低学年 
　　　  〔上映〕「チャーリィとこぐまのミモ」

絵本読み聞かせ「つくしんぼ」
11/22㈯ 14時～14時30分

直接会場  〔対象〕幼児～小学校低学年
12/3㈬ 15時～15時30分

屯田西公園（屯田4-10）　☎771-0219    

〔講座などの受け付け〕①電話申し込み可　②受付時間は9時～17時

森の公園を陶器で飾ろう
　キャンドルランタン作り

11/29㈯
10時～12時

当日
各2000円

要申込  先着   
各15人

11/11㈫～20㈭
（土・日曜日を除く）11/30㈰

百合が原公園（百合が原公園210）　☎772-3511    

〔緑のセンター休館〕11/17㈪、25㈫、12/1㈪、8㈪　※施設ご利用時、65歳以上の方は生年月日の分かる身分証、障がいのある方は障害者手帳提示で無料

クリスマスディスプレイ展 11/18㈫～12/7㈰
8時45分～17時15分

入館料130円
（高校生以上） 直接会場

公園ボランティアの活動紹介と花壇見学 11/18㈫ 10時30分～11時30分 無料 要申込  先着   20人 11/11㈫から

百合が原公園

拓北・あいの里地区センター

　 申込時 ＝申込時に納入　　 直接会場＝当日直接参加するもの　　　　　 先着 ＝先着順
　 当日 ＝当日に納入　　　 要申込＝事前の申し込みが必要なもの　　 抽選 ＝多数時抽選

　   表中の記号

11
／
11
㈫

12
／
10
㈬

▲

情
報
プ
ラ
ザ

太平百合が原地区センター 検索 click!

検索 click!

北区体育館 検索 click!

新琴似図書館 検索 click!

みどりみらいプロジェクトグループ 検索 click!

検索 click!
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北区の写真を募集中！詳しくは「きた１ページ」をご覧ください。

9/28　北区少年少女スポーツ大会
   ～北区体育館

     9/25　太平百合が原地区交通事故死ゼロ2000日達成
 ～北区役所

9/24　さっぽろふるさとの森づくり植樹祭＆育樹祭
　～茨戸川緑地

9/27　らく・楽
らく

ウォーキング大会
～新琴似四番通他

　9/27　北
きた

☆ガクアートフェスティバル
～札幌エルプラザ公共4施設

10/20　北区食生活改善推進員協議会

9/29　「せんきょ」体験授業
～上篠路中学校

9/25　北九条小学校「子ども安全マップ」作成
～同校周辺

　　　   設立40周年記念講演会～札幌サンプラザ


